
   

第 74 回岩手県高等学校総合体育大会 

（８）サッカー 

 

１ 期  日  

【男子】  

令和 4 年 5 月 21 日（土）・22 日（日） 1～3 回戦 

  令和 4 年 5 月 28 日（土）～5 月 30 日（月） 準々決勝～決勝 

【女子】  

令和 4 年 5 月 29 日（土）～5 月 30 日（月） 

２ 会  場  

【男子】   

遠野運動公園陸上競技場、遠野運動公園多目的運動場、つなぎ多目的運動場、高松多目的広場人工

芝グラウンド、北上運動公園第２運動場、一関サッカー・ラグビー場、遠野国体記念公園市民サッ

カー場 A・B、赤崎グラウンド、高田松原第一サッカー場 

【女子】   

高松多目的広場人工芝グラウンド 

３ 参加資格  

(1) 2022 年度(公財)日本サッカー協会に加盟登録された高等学校等のチームで、当該団体に登録さ

れた生徒であること。 

(2) 転校を伴わなくても他の連盟から高体連加盟チームへ移籍する場合は、「総則 10 参加資格(6)」

に準じるものとする。ただし、この移籍に関する規定(2)の適用は当該年度内に限るものとする。 

(3) 各チームの登録選手は、原則として(公財)日本サッカー協会発行の選手証を所持しなければな

らない。但し、写真貼付により、顔の認識ができるものであること。 

※ 選手証とは、(公財)日本サッカー協会「KICKOFF」から出力した選手証・登録選手一覧を

印刷したもの、またはスマートフォンや PC 等の画面に表示したものを示す。 

(4) その他は「総則 10 参加資格」に則る。 

４ 参加人員 

引率責任者１名、監督１名、選手 20 名、マネージャー１名の計 23 名以内 

５ 参加チームおよびシード権  

(1) 男女とも参加申込数で行い、地区予選は行わない。 

(2) 男子の抽選におけるシード権は、前年度新人大会の成績により下記のとおりとする。 

ア 優勝チームと準優勝チームは決勝まで対戦させない。 

イ 第３位の２チームは前項 ア のチームと準決勝まで対戦させない。 

ウ ベスト８の４チームは前項 ア・イ のチームと準々決勝まで対戦させない。 

エ ベスト 16 の８チームは前項 ア・イ・ウのチームと 3 回戦まで対戦させない。 

６ 競技規定 

(1) (公財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則 2021／2022」による。 

(2) 交代に関しては、試合開始前に選手と９名以内の交代要員の氏名を主審に通告しておき、その

交代要員のうち、５名まで主審の許可を得て交代することができる。 

(3) 交代して一旦退いた競技者は、その試合に再び出ることはできない。 

(4) 今大会において退場を命じられた競技者は、大会を問わず次の公式試合１試合に出場できず、

それ以降の処置については、大会の規律・フェアープレー委員会で決定する。 

(5) 今大会において２回の累積警告を受けた競技者は次回の１試合の出場資格を失う。ただし、今

大会で警告の累積による出場停止を繰り返した場合には、２回目以降については、２試合の出場

停止処分とする。 



   

(6) 今大会中の警告の数は、次回大会へは持ち越さない。 

(7) 退場を受けた場合の出場停止処分が本大会で消化できない場合は以降の大会に持ち越される。 

７ 競技方法 

(1) 男女ともトーナメント方式により優勝以下第３位まで決定する。 

(2) 試合時間は男女とも 70 分（35 分ハーフ）とし、ハーフタイムのインターバルは原則 10 分間と

する。 

(3) 勝敗が決しない場合 

【男子】 

PK 方式により次回戦進出チームを決定する。３回戦より 20 分間の延長を行い、尚決しな

い時は PK 方式により次回戦進出チームおよび優勝チームを決定する。 

【女子】 

PK 方式により次回戦進出チームを決定する。決勝戦においては 20 分間の延長を行い、尚

決しないときは PK 方式により優勝チームを決定する。 

(4) 男子の部については第３代表決定戦を行う。 

８ 表彰および上位大会への出場権 

(1) 表彰   

優勝以下第３位までに表彰状を授与し、優勝チームには優勝旗を授与して次回までこ      

れを保持せしめる。 

(2) 上位大会への出場権等 

【男子】 

ア １位：「全国高等学校総合体育大会」出場権 

      「全国高等学校サッカー選手権岩手県決勝大会」第１シード権 

イ １位・２位・第３代表決定戦勝者：「東北高等学校選手権大会」出場権 

【女子】 

ア １位：「東北高等学校選手権大会」出場権 

イ １位～３位：「全日本高等学校女子選手権大会岩手県大会」シード権 

９ ユニフォーム 

(1) シャツの前面・背面に参加申込書に登録された選手固有の番号をつけること。ショーツの番号

については付けることが望ましい。なお番号は 1 番～20 番までの通し番号とする。また、副ユニ

フォームについても同様である。ただし、登録外選手として当日エントリーされた選手は 21 番以

降の背番号とする。 

(2) チームのユニフォーム（ゴールキーパーのユニフォームを含む）のうちシャツの色彩は、審判

員が通常着用する黒色または類似色（濃紺）と明確に判別し得るものでなければならない。 

(3) その他(公財)日本サッカー協会の定める「ユニフォーム規程」に従うこと。 

(4) 参加申し込み以降のユニフォームの変更は認めない。なお、番号の変更も認めない。 

10 組み合わせ   

専門部が設定する抽選会において決定する。 

11 エントリー変更 

大会登録選手 20 名以外のチーム登録選手を各試合３名以内として当日エントリーできるものと

する。ただし、試合当日に写真付き選手証での本人確認ができることを条件とし、背番号は上記 9.

ユニフォーム(1)のとおりとする。 

12 メンバー提出とマッチ・コーディネーション・ミーティング 

(1) チームは、キックオフ時刻の 80 分前までに下記を会場本部へ提出すること。 

ア 「メンバー提出用紙」 

イ 当日のエントリー20 名の選手証（本人の写真を添付していること） 

(2) キックオフ時刻の 70 分前に双方のチームの監督・審判員・主管担当者が出席するマッチ・コー

ディネーション・ミーティングを会場本部にて行う。 



   

13 参加申込 

(1)「チームエントリー申請書」については公印付き申請書を郵送すること。 

(2)「選手エントリー申請書」については書式データのみを e-mail にて送信すること。 

 (3) 送信期限・提出先は下記の通りとする。 

【チームエントリー申請期限】令和 4 年 5 月 5 日（水）必着 

【選手エントリー申請期限】令和 4 年 5 月 5 日（木）必着（要項の総則参照） 

（4）送付先 『第 74 回岩手県高等学校総合体育大会サッカー競技実行本部』あて 

〒020-0114 岩手県盛岡市高松 1 丁目 21-14 盛岡誠桜高等学校 秋濱克弥 

TEL 019(661)3633  FAX 019(663)0891 

申込アドレス：akihama@morioka-seio.ed.jp  

（5）参加料：6,000 円を下記の口座に振り込むこと。（納入期限：５月６日 金曜日） 

      ※１ 手数料は学校負担とする。 

      ※２ 「振込依頼書」をもって領収書に代える。 

      ※３ 振込人名は「○○高校・男子 or 女子 代表者○○」とすること。 

  【指定口座】 岩手銀行 青山町支店 店番号：060 口座番号：2014663 

         口座名義：公益社団法人 岩手県サッカー協会 高総体実行本部長 進藤祐一 

14 開・閉会式 

開会式は行わない。閉会式は最終日の決勝戦終了後に表彰式とあわせて行う。なお、式に出席す

るチームは男女各１・２位のチームとする。 

15 その他 

(1) チームはユース４級を含む４級以上の審判資格保有者を１名以上帯同させること。 

(2) 試合球は各校３球の持ち寄りとする。なお、準々決勝からマルチボールシステムで運営する。 

【大会使用球】  

男子：１回戦～３回戦 molten ペレーダ 5000（F5L5000）準々決勝～決勝 ミカサ（FT550B-BLT） 

女子：molten ヴァンタッジオ 4900（F5F4900） 

(3) 引率責任者は、選手のすべての行動に対して責任を負うものとする。なお、組み合わせ抽選後

にやむを得ない理由以外で出場辞退等があった場合には、当該チームのそれ以降の大会について

の出場を１年間認めない。 

(4) 組合せ抽選結果をはじめ、大会に係る連絡事項等は大会担当者よりメールにて周知する。                   

（5）新型コロナウイルス等の感染症対策については各チーム十分留意し、大会運営については別に

定めるガイドラインに沿って進めることとする。 

16 連絡責任者 

大会担当者：秋濱克弥(盛岡誠桜高等学校）e-mail：akihama@morioka-seio.ed.jp 

大会実施責任者：進藤祐一(盛岡市立高等学校)e-mail：ptf16-shindo-yuichi@iwate-ed.jp 


